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エレクトリ

オ・ネットワーク・インストールやメンテナンス作業に向いている。
この他、機能、特長の一部を紹介していくと、まず、Web ブラウ
ザからの操作でマスタークロック、正弦波オーディオトーン生成、
ネットワーキング・パフォーマンスのモニタリングと設定ができる。
Dante コントローラ・アプリケーションにより、搭載している 2
つのギガビット・イーサネットを選択して、スイッチド、リダンダ
ント、スプリットのモードのいずれかで動作させることが出来るな
ど多くを持っている。
kk エレクトリ TEL03-3530-6181 www.electori.co.jp

ヤマハミュージックジャパン
Dante ネットワーク向けマスタークロック

STUDIO TECHNOLOGIES Model 5401
Dante メディア・ネットワーキング技術を利用するアプリケー
ションおよび、関連機器に正確なタイミング信号を送るマスターク
ロック。Dante の要件に適合する IEEE1588PTP サーバーを実装
し、最大数百の Dante デバイスのタイミング・ニーズをサポート
する。PTPv1 および AES67 アプリケーション用の PTPv2 にも
対応している。また、SYNC 入力への接続により、様々なリファレ
ンス信号への同期から、Dante 出力チャンネルに、最大 8 の正弦
波オーディオトーンも発生でき、現在では多数の Dante デバイス
が利用されている固定設備、ポータブル・システム、ポストプロダ
クション・スタヂオ、劇場、エンターテインメント施設のオーディ

ヤマハ RIVAGE PM10 デジタル：ミキシング・システム

ヤマハでは、40 余年、その時代に応じたイノベーションでプロ
エンジニアの世界に多くのマイルストーンを刻んできた「PM」の
新しいシリーズとして登場した RIVAGE PM10 は今までのコンセ
プト、伝統のナチュラル・サウンドノアナログ部と独自のモデリン
グ技術 VCM テクノロジーのデジタル部によるハイブリッド・マイ
ク・プリアンプを土台にしている。また、デジタル部では、Rupert
Neve Designs 社 SILK プロセッシングなどの技術導入と EQ やダ
イナミックスにおいても強化されている。これに内部プラグインも
各社とのコラボレーションも進み、TC Electronic 社のリバーブ 2
基搭載、これに Eventide 社ハーモナイザー「H3000—LIVE」も
導入予定となっている。オペレーション系では、コントロール・サー
フェスのトップパネル右側にヤマハ独自のチャンネル・セクション
を持ち、全てのパラメーターをダイレクトに操作できる。この他、
機能面ではオーバーレイ・フィルターやアイソレート、センドマス
ターとダイレクトアウトに対するフォロー、任意の / 全てのチャン
ネル・パラメーターを SEL キーで呼び出すセレクテッド・チャン
ネル。これとタッチスクリーンとフェーダーストリップを一体化す
るなど直感性も向上させている。写真左のコンソールは PM10 の
サーフェスを小型化したタイプ。
kk ヤマハミュージックジャパン TEL0570-050-808
www.yamahaproaudio.com/jspan
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フォトロン

InterBEE2017 でのフォトロンブース

フォトロンブースでは、
《収録からアーカイブまで》をテーマに、
4K HDR / 8K / IP に対応した《国内初出展製品》を含む最新の映
像システムを出展。ステージでのプレゼンテーションでも各製品を
紹介した。
● ROHDE ＆ SCHWARZ
・マルチチャンネルビデオサーバ VENICE-S ［国内初］
［4K］
［IP］
・インジェスト／プレイアウトサーバ VENICE4K ［4K HDR］
［IP］
・高速ストレージソリューション Spycerbox Cell ［4K HDR］
・マルチプロトコル対応マルチビューワーソリューション PRISMON
［参考出展］
［国内初］
［4K］
● Telestream
・ハイエンド・トランスコード・ワークフロー ［4K］
［IP］
Vantage Transcode Pro
Lightspeed Server K80 ／ Lightspeed Live Capture
● Avid
・Media Composer ｜ VM オプション ［NEW］
［4K］
・Media Composer ／ Artist ｜ DNxIQ ［4K HDR］
・Avid NEXIS ｜ E4 ［4K］
・MediaCentral | Production Management ［4K］
● Photron
・国産・自社開発テロップシステム TFX-Artist ［4K］
［8K］
・Adobe Premiere 連 携 プ ラ グ イ ン TFX-Plugin for Adobe
Premiere ［4K］
［8K］
・メディア・アセット・マネジメントソリューション PhotronminiMAM ［4K］
［8K］
・ファイルベースワークフロー支援プラットフォーム HARBOR
・映像制作／編集アプリ Photron-Mobile Video Creator［NEW］
● ProMAX
・サーバ Platform Family ［4K］
● Blackmagic Design
・ DaVinci Resolve14 ［4K HDR］
［8K］
● GrayMeta
・GrayMeta Iris QC Pro ［国内初］
［4K］
● DataDirect Networks
・GRIDScaler ［NEW］
［4K］
［8K］
● Jaunt
・高精細 VR 映像撮影用 360°カメラ Jaunt ONE 24G Camera
［NEW］
● Trackmen
・カメラトラッキングシステム VioTrack F ［参考出展］
［国内初］
● Vizrt
・Viz Engine(LaptopPC ＋ Io4K) ［NEW］
・Viz Engine ／ Viz Artist 3.9 ［4K］
［IP］
・ライブ中継向けスポーツグラフィックス Viz Arena
・ハイライト・解説向けスポーツグラフィックス Viz Libero

● EVS
・スポーツプロダクション世界標準 4K ／ HD ビデオサーバ XT4K
［4K HDR］
［IP］
・ファイルベースアーカイブステーション XFile3 ［4K］
・ライブグラフィックエフェクト Epsio Paint 4K ［4K］
・スタジオ収録／送出用ビデオサーバ XS4K ［4K HDR］
［IP］
・スタジオ収録用ツール STING ［4K］
［ニューテクノロジー］
・IT ベーススイッチャー DYVI ［4K］
［8K］
［IP］
・ワンマンプロダクション X-ONE ［国内初］
［IP］
・IP ワークフローオーケストレーション S-CORE MASTER ［国内
初］
［IP］
・360°ライブモーションリプレイ ［参考出展］
［国内初］
・AI スポーツ制作ツール ［参考出展］
［国内初］

kk フォトロン 映像システム事業本部
TEL：03-3518-6273 email：sales@photron.co.jp
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